
５月１６日（月）に、
した。上庄中学校の生徒も花植えに参加いただきました。
 
〇花いっぱい運動

緑と花の県民運動の一環として、地域住民や団体等との
協働により
を行いながら推進すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館に来館、利用する際は次の点にご協力ください。
≪全員≫
◇マスク着用の徹底
◇手指消毒の徹底
◇来館者名簿への記入
◇館内での飲食禁止
◇公民館敷地内は

密を防ぐため部屋ごとに利用人数制限を行っていますので、
ご利用の際はご注意ください。
 

大野市民スポーツ大会（ゴルフ）
４月２４日（日）に市スポーツ大会ゴルフ競技が開催され
ました。上庄地区代表として５名が出場し、昨年に引き続
き、地区対抗の部で優勝を飾りました。
【代表選手】

堀田
松浦
川田

☆皆さま、お疲れさまでした！

花いっぱい運動
５月１６日（月）に、
した。上庄中学校の生徒も花植えに参加いただきました。

花いっぱい運動推進活動
緑と花の県民運動の一環として、地域住民や団体等との
協働により、花であふれる美しいまちづくりを実践活動
を行いながら推進すること。

公民館の利用にあたって
公民館に来館、利用する際は次の点にご協力ください。
≪全員≫      
◇マスク着用の徹底
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◇館内での飲食禁止
◇公民館敷地内は禁煙

部屋の利用人数制限について
密を防ぐため部屋ごとに利用人数制限を行っていますので、
ご利用の際はご注意ください。

≪部屋別の利用可能人数（密を防ぐため）≫
１階 ・調理実習室・・・１８名まで
   ・会議室・・・・・
   ・研修室・・・・・２１名まで
   ・図書室・・・・・１０名まで
２階 ・小会議室・・・・
   ・大会議室
   ・大会議室

大野市民スポーツ大会（ゴルフ）
４月２４日（日）に市スポーツ大会ゴルフ競技が開催され
ました。上庄地区代表として５名が出場し、昨年に引き続
き、地区対抗の部で優勝を飾りました。
【代表選手】（敬称略）

 孝之（野中）
 慎一（平沢）
 芳光（開発）

☆皆さま、お疲れさまでした！
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花いっぱい運動
５月１６日（月）に、上庄中学校で花壇の花植えを行いま
した。上庄中学校の生徒も花植えに参加いただきました。
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緑と花の県民運動の一環として、地域住民や団体等との

花であふれる美しいまちづくりを実践活動
を行いながら推進すること。

公民館の利用にあたって
公民館に来館、利用する際は次の点にご協力ください。

         ≪館内利用個人・団体≫
◇マスク着用の徹底    ◇利用報告書への記入

      ◇参加者名簿への記入
◇来館者名簿への記入    または名簿添付
◇館内での飲食禁止 

禁煙 感染リスクを最小限

お 願

部屋の利用人数制限について
密を防ぐため部屋ごとに利用人数制限を行っていますので、
ご利用の際はご注意ください。

≪部屋別の利用可能人数（密を防ぐため）≫
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大野市民スポーツ大会（ゴルフ）
４月２４日（日）に市スポーツ大会ゴルフ競技が開催され
ました。上庄地区代表として５名が出場し、昨年に引き続
き、地区対抗の部で優勝を飾りました。
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孝之（野中） 宮西 
慎一（平沢） 澤田 
芳光（開発）  
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公民館の利用にあたって
公民館に来館、利用する際は次の点にご協力ください。
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部屋の利用人数制限について
密を防ぐため部屋ごとに利用人数制限を行っていますので、
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大野市民スポーツ大会（ゴルフ）
４月２４日（日）に市スポーツ大会ゴルフ競技が開催され
ました。上庄地区代表として５名が出場し、昨年に引き続
き、地区対抗の部で優勝を飾りました。 

 浩幸（友兼）
 博幸（東中）

☆皆さま、お疲れさまでした！ 
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大野市民スポーツ大会（ゴルフ）結果
４月２４日（日）に市スポーツ大会ゴルフ競技が開催され
ました。上庄地区代表として５名が出場し、昨年に引き続
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こんにちは、上庄こども園です！
毎週火・木・金曜日に園開放を行っています。また、
月に１回、子育て支援の場「ころころ広場」を開設
しています。
６月のころころ広場は、３日（金
遊びの予定・

        
 
 
 
 
 
 
 
園内で感染症が流行している場合がありますので、
事前にお電話でご確認下さい。

≪上庄地区

世帯数
※令和４年

探しています！

校舎内の写真が日に焼けた
卒業アルバムをお持ちの方、
します。
＜対象

☆既にご提供いただいた方、ご協力ありがとうござ
いました。

密を防ぐため部屋ごとに利用人数制限を行っていますので、

フードドライブにご協力ください！
食品ロスをなくすため、
寄付してください。
寄付いただいた食品は
としている方に届けられます。
 
受付日時
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結果 
４月２４日（日）に市スポーツ大会ゴルフ競技が開催され
ました。上庄地区代表として５名が出場し、昨年に引き続

こんにちは、上庄こども園です！
毎週火・木・金曜日に園開放を行っています。また、
月に１回、子育て支援の場「ころころ広場」を開設
しています。 
６月のころころ広場は、３日（金
遊びの予定・・・

        

園内で感染症が流行している場合がありますので、
事前にお電話でご確認下さい。

≪上庄地区 
男性 1,664
女性 1,755

計 3,419
世帯数 1,108
※令和４年 4

農道をゆったり歩いてお
散歩してきました。あぜ
道のタンポポを見つけて
お花を摘んでうれしそう
でした。 
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～残そう上庄中卒業写真～
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け、調味料、お菓子
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毎週火・木・金曜日に園開放を行っています。また、
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